Rotui Grill & Bar
Entrées / Starter / 前菜
Authentique poisson cru mariné au lait de coco
An authentic Polynesian delicacy, raw fish marinated in coconut milk
ポワッソン・クル（タヒチ風、生魚とココナツミルクのマリネ）

1890

Crevettes de Moorea marinées au lait de coco
Moorea raw shrimps marinated in coconut milk
モーレア産小エビとココナツミルクのマリネ

1790

Sashimi de poisson du marché à la polynésienne
(Selon la pêche du jour, thon, espadon, mahi mahi…)
Sashimi of local fish, Polynesian style, depending on the market
(Red and white tuna, swordfish, mahi-mahi….)
ポリネシア風刺身
（マグロ、カジキ、マヒマヒなど、その日の魚市場で仕入れた
新鮮な魚をご提供いたします。）

1490

Salades / サラダ
Salade César au choix / シーザーサラダ
Blanc de Poulet grillé ou Crevettes de Moorea
Ceasar Salad with Grilled chicken breast or Moorea shrimps
鶏肉のグリル、またはモーレア産エビ

1590

Salade Niçoise au thon rouge grillé / ニース風サラダ
Nicosia salad with grilled red tuna, olives, capers, potatoes and vegetables
マグロのグリル、オリーブ、ケーパー、ポテト、野菜など

1390

Salade verte / グリーンサラダ
Quelques feuilles de salade mesclun et oignons nouveaux
Crunchy salad leaves and spring green onion
サラダ菜とグリーン・オニオン

1190

Pizzas / ピザ
Pepperoni / ペパローニ
Sauce tomate, pepperoni, fromage
Tomato sauce, pepperoni, cheese
トマトソース、ペパローニ、チーズ

1290

Hawaï / ハワイアン
Sauce tomate, ananas, jambon, fromage
Tomato sauce, pineapple, ham, cheese
トマトソース、パイナップル、ハム、チーズ

1190

Fruit de Mer / シーフード
Crevettes, noix de St Jacques, moules, basilic & fromage
Prawns, scallops, mussels, basil & cheese
エビ、ホタテの貝柱、ムール、バジル、チーズ

1190

Reine / クイーンピザ
ハム、チーズ、トマトソース

3 fromages / 3 種類のチーズのピザ

Sandwiches/サンドイッチ
Club Sandwich / クラブ・サンドイッチ
Blanc de poulet, bacon, tomate, œuf, salade, sauce moutarde
Chicken breast, bacon, tomato, sunny side up egg, salad and mustard sauce
チキン、ベーコン、トマト、玉子、サラダ、マスタードソース

1390

Sandwich aux crevettes de Moorea / シュリンプ・サンドイッチ
Marinées à l’huile d’olive et herbes fraiches, Salade, tomates et sauce citron vert
Moorea Shrimps sandwich
Marinated shrimps in extra virgin olive oil, green leaves tomatoes and lime sauce
モーレア産エビとオリーブオイルのマリネ、サラダ、
トマト、ライムソース

1690

Sandwich pain bagna / バーニャパン・サンドイッチ（地中海風）
Thon grillé, anchois, tomates, feuilles de salade, olives et oignons rouges
Mediterranean sandwich “pain Bagna”
Grilled tuna, anchovy; tomatos, green leaves, olives and red onion
マグロのグリル、アンチョビ、トマト、レタス、オリーブ、オニオン

1690

Burger /ハン バーガー
Hamburger / ハンバーガー
Pain burger, steack haché frais, tomate, salade, oignon sauce moutarde
ハンバーグステーキ、トマト、サラダ、オニオン、マスタードソース

1390

Cheese burger / チーズバーガー
Pain burger toasté, steak haché frais, tomate, salade, sauce moutarde oignon, fromage
ハンバーグステーキ、トマト、サラダ、マスタードソース、オニオン、チーズ

1490

Mc Langouste / マックロブスター（ロブスターのスパイシーハンバーガー）
Le Must, burger à la langouste grillée
Mc Spiny Lobster
The Must, burger with whole spiny lobster
ロブスターのグリル、果汁

3190

Fish burger au poisson du jour / フィッシュバーガー
Fish Burger (with catch of the day)
フィッシュバーガー(その日に捕れた新鮮な魚を使ったバーガーです)

1590

Double Cheese / ダブルチーズバーガー
Double steak haché frais “Angus”, tomate, oignons, salade, sauce moutarde, fromage
Twin prime beef steack, tomato, salad, mustard sauce & onion
ダブルハンバーグステーキ、トマト、オニオン、サラダ、マスタードソース、チーズ

890

Pasta / パスタ
Linguine aux crevettes
Linguine with prawns
エビのリングイーネ

2190

Penne à la rabiatta
Penne à la rabiatta
ペンネ・ア・ラ・ラビアッタ（バジリコとトマトソース）

1190

Grillades / グリル料理
Brochettes de crevettes de Moorea,
tandoori, yahourt & gingembre
Moorea Shrimps skewer Tandoori, yogurt & ginger
モーレア産海老の串焼きタンドリースタイル（ヨーグルトとジンジャーソース）

1990

Brochettes de crevettes de Moorea,
Sesame, citron vert & thym frais
Sesame, lime & fresh thyme
モーレア産海老の串焼き（ゴマ、ライム、タイムで味付け）

1990

Poulet en brochette 4 épices & fruits frais
Grilled chicken skewer 4 spices & fresh fruits
チキンの串焼き、4 種類のスパイスとフレッシュフルーツ

1590

Poulet en brochette miel vanillé & curry rouge
Grilled chicken skewer with vanilla honey & red curry paste
鶏肉の串焼き（バニラ入り蜂蜜とカレーソース）

1590

Entrecôte « black angus » grillée,
beurre maitre d’hôtel
Grilled « black angus » Rib Eye steak with maitre “D” butter
リブロースステーキのグリル（ガーリックバターソース）

1990

Poisson du jour grillé en feuille de bananier
Gingembre & citronnelle
Catch of the day grilled, in banana leave, ginger & lemongrass
本日のお魚のグリル（ジンジャーとシトロネルソース）
Bouchées Vietnamiennes aux crevettes sauce cacahuète
Vietnamese bites with prawns, peanut sauce.
海老とピーナッツソース（ベトナム風味）
Sauces aux choix : barbecue, tartare, moutarde/
Choise of sauce : barbecue, tartare, mustard
ソース各種 ： バーベキュー、タルタル、マスタード
Accompagnement / Side dish / サイドディッシュ
Frites / フライドポテト
French Fries
Riz / ライス
Rices
Légumes sauté / 野菜のソテー
Sauted Vegetable

Desserts/デザート
Crème brûlée à la vanille de Tahiti
Vanilla crème brûlée / バニラクリームブリュレ

790

La tarte du jour
The tart of the day / 本日のタルト

990

Salade de fruits de saison
Seasonal fruit Salad / 季節のフルーツサラダ

790

Mousse légère de chocolat noir en tuile coco
Smooth dark chocolate mousse, in coconut crust
ダークチョコレートムース

800

Cheesecake
チーズケーキ
Coco liégeois / ココレジョワ
Glace coco, lait de coco et crème Chantilly
Coconut liégeois
Coconut ice cream, coconut milk and whipped cream
ココナッツアイス、ココナッツミルク、ホイップクリーム

1150

Sundae mangue / マンゴサンデー
Glace vanille, sorbet mangue, crème chantilly, coulis de mangues
Vanilla ice cream, mango sorbet, mango sauce and whipped cream
バニラアイス、マンゴーシャーベット、マンゴーソース、ホイップクリーム

1150

Sorbets / シャーベット各種
900
Mangue, fraise, framboise, citron, papaye, passion, ananas, coco,
Mango, strawberry, raspberry, lemon, papaya, passion fruit, pineapple
マンゴー、ストロベリー、カシス、レモン、パパイヤ、パッション、パイナップル、ココナッツ
Glaces / アイスクリーム各種
Vanille, chocolat, café / Vanilla, chocolate, coffee /バニラ、チョコレート、コーヒー
3 boules / 3 scoop / 3 スクープ
Toutes nos glaces et tous nos sorbets sont faits maison
All our ice creams and sorbets are home made

当ホテルのアイスクリームとシャーベットは全てホームメードです。
Tous nos prix sont en cfp et toutes taxes comprises
All our prices are in cfp and all taxes included

料金はパシフィックフランにて表示され税金が含まれています。
内容は予告無く変更になることがございます。２０１０年１１月１６日現在

900

